
田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ９月２２日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.10 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

甲府東高等学校   部活動体験・見学会 

開催期日と開催方法 2022年９月２３日（金）～１０月８日（土） ※各部により設定 

申し込み方法 

学校 

①TT教室前から、「案内文書」と「参加同意書」「体調チェックリスト」

がセットになっているものを持って帰ってください。 

申込〆切 

事前申し込みの必要なし。 

「体調チェックリスト」と「参加同意書」に必要事項を記入して当日持参

すること。 

 

山梨学院高等学校  部活動体験入部 

開催期日と開催方法 
2022年 １０月 １６日（ 日 ）  

受付８：３０～  午前９：００～１１：００ 

申し込み方法 

学校 

①TT教室前から、「案内文書」と「申込書」がセットになっているものを

持って帰ってください。 

②「申込書」に必要事項を記入して上野先生に提出してください。 

申し込み〆切 ９月３０日（金）８：３０までに上野先生に提出 

 

甲斐清和高等学校  入試説明会 

開催期日と開催方法 

2022年 １０月 ８日（ 土 ） 

入試説明会・運動部体験入部 

第 1部 受付９：００～  午前９：２０～１０：１０    

部活体験１０：３０～ 

第 2部 受付１１：００～ 午前１１：：２０～ 

音楽科オープンスクール 

 受付９：００～  入試説明９：２０～１０：１０  

ワンポイントレッスン １０：３０～   個別相談等 

人間文化コース説明 

受付１３：３０～  コース説明１４：００～１５：３０  

 

申し込み方法 
個人 WEB TT 教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学

校説明会の資料ファイル」に申込用紙があります。 

申し込み〆切 １０月７日（金）が申し込み〆切となっています。 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ９月 ６日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.9 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

青洲高等学校   部活動体験・見学会 

開催期日と開催方法 

オープンスクール 

2022年 ９月～１１月 で 部活動ごとに指定された日時 

 

TT教室前の案内文書を確認して、 

申込書に記入の上、提出してください。 

申し込み方法 

学校 

①TT教室前から、「案内文書」と「参加同意書」「申込書」がセットにな

っているものを持って帰ってください。 

②「申込書」に必要事項を記入して上野先生に提出してください。 

申込〆切 ２０２２年 ９月 １３日（火）８：３０までに上野先生に提出 

 

東海大甲府高等学校  部活動体験入部 

開催期日と開催方法 

2022年 ９月 ２５日（ 日 ）  

午前９：００～１１：３０ 

午後１３：３０~１６：００ 

 

申し込み方法 

個人 WEB TT 教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学

校説明会の資料ファイル」に申込用紙があります。 

 

申し込み〆切 ９月１９日（月）が申し込み〆切となっています。 

 

 

その他連絡 

■進路希望調査（県への報告 1回目） 学校内での用紙配布 ９月９日（金） 

       回収〆切 ９月１５日（木） 

■県立・公立高等学校のスクールガイドについて 

 WEB上で公開しているので、田富中ホームページからも「☆県ホームページ 山梨県／入試情報 

(pref.yamanashi.jp)」をリンクしてあります。現在、TT教室の高校別ロッカーに、数十枚印刷して

必要な生徒が、持ち帰れる状態になっています。印刷物としてほしい生徒は、興味のある高校のプ

リントを持って帰ってください。 

■公立前期入試 「志願してほしい生徒像」について 

各高校のホームページでも公開しています。田富中ホームページからも「☆県ホームページ 山梨

県／入試情報 (pref.yamanashi.jp)」をリンクしてあります。最新の入試情報からすぐに閲覧できま

す。現在、TT教室の高校別ロッカーに、数十枚印刷して必要な生徒が、持ち帰れる状態になってい

ます。印刷物としてほしい生徒は、興味のある高校のプリントを持って帰ってください。 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ９月 １日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.8 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

 

甲府南高等学校   部活動見学会 

開催期日と開催方法 

オープンスクール 

2022年９月４日（ 日 ）９：００～１１：３０ 

 

通常の活動（練習）の様子を見学して、高校の様子を知ってもらう機会

として設けられたものです。体験や交流はありません。 

各自の都合で、見学を終えたら帰宅してください。 

 

申し込み方法 

申込の必要なし 

「部活動見学参加届」に必要事項を記入して当日持参。 

※高校ホームページから印刷できます。（印刷できない人は、上野先生に

お願いしてください。） 

 

 

韮崎工業高等学校 学校説明会・授業見学会 

開催期日と開催方法 

2022年 １０月 ８日（ 日 ） 午前９：００～１１：４５ 

９：００～受付 

９：３０～ 学校説明会（体育館）・授業見学（６学科実習室） 

 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説明

会の資料ファイル」に申込用紙があります。 

必要事項を記入して、上野先生へ提出する。 

 

申し込み〆切 ９月１６日（金）8:30までに上野先生に提出。 

 

 

その他連絡 

■進路希望調査（県への報告 1回目） 学校内での用紙配布 ９月９日（金） 

       回収〆切 ９月１５日（木） 

■最近学校に届いた資料・配布物 

・英和高校・・・オープンキャンパスのチラシ、学校パンフレット（女子生徒全員に配布します。） 

 

・沼津高専・・・学生募集要項（進路指導主事が保管しています。希望者は申し出てください。） 

 

・定時制・通信制高校・・・学校案内（各担任が 1 部保管、進路指導主事３部保管、TT 教室前に３部） 

 

・つくば開成高等学校（運営：西東京予備校）・通信制・・・学校パンフレット、入試案内（進路指導主

事２部保管、TT教室前に１部） 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ７月 ７日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.７ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

 

甲府南高等学校   オープンスクール・理数科説明会 

開催期日と開催方法 

オープンスクール 

2022年８月２７日（ 土 ）１３：３０～受付 

理数科説明会 

  2022年９月２３日（金・祝）９：３０～受付 

 

※甲府東高校と甲府南高校が、同日ですが東高校は午前・南高校は午後

となります。 

 

申し込み方法 
学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説明

会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい上野先生に提出する。 

申し込み〆切 7月１３日（金）8:30までに上野先生に提出。 

 

甲府第一高等学校 オープンスクール ＆ 探求科説明会 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月２８日（ 日 ） 午前・午後の 2部制 

午前：甲府市内の中学校と甲府昭和高校オープンスクールに参加する生徒 

午後：甲府市外の中学校（田富中は基本的にこちら） 

受付  午前の部 9:10～  午後の部 13:10～ 

 

申し込み方法 

個人 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説明

会の資料ファイル」に案内用紙があります。 

高校ホームページより、各自でWeb申込 

7月１１日（木）～申込開始となっています。 

※Web申込がうまくできないときは、上野先生に相談してください。 

 

申し込み〆切 高校ホームページ上で、〆切が設定されます。各自で確認してください。 

 

 

今後連絡が来る高校 

 

・甲府東高等学校・・・Webによる学校説明会 7月 23日（土）～9月 30日（金） Web申込 

        ・・・学校見学会・理数コース説明会 8月 27日（土） 7月上旬からWeb申込 

 

 

 

 

 

 



私立高校・定時制・通信制のオープンスクールや学校説明会、相談会について 

※各担任に相談をしてください。学校を通じて申し込みを行うものと、個人で Web 申込を行うも

のがあります。 
 

■中央高等学校 通信制課程 

 ・体験学習会 ８月２０日（土）１０時～（約１２０分） 

        ①通信制の学習の仕組み ②体験授業  ③通信制課程の行事やきまりなど 

 

■甲斐清和高等学校 

 ・一日体験入学 ８月６日（土）９：００～ 

 ・中学生と保護者対象入試説明会 １０月８日（土）９：００～ 

 ・入試個別相談会 １１月２６日（土） ９：００～ 

 ・人間文化コース説明会・相談会（人間文化コースへの進学希望者は個別相談会への出席が必要） 

 １０月８日（土）、１１月２６日（土）、１２月３日（土）、１２月１７日（土） 

 

 ・通信制 学校見学会 ８月１１日（木） １０：００～ 

 ・通信制 生徒・保護者対象入試説明会（受験希望の生徒は、受験にあたって事前面談が必要。） 

１２月３日（土）、１月５日（木）、２月４日（土）、３月４日（土）、３月１６日（木） 

 

■日本航空高等学校 

 ・スーパーオープンキャンパス ８月２０日（土） 

 ・ミニオープンキャンパス ７月１６日、９月１７日 

 ・Webオープンキャンパスも同時開催しているそうです。 

 

■身延山高等学校 

 ・学校説明会      ８月１８日（木）、８月１９日（金）、１０月５日（水）、１１月５日（土）、

１１月２６日（土）、１１月３０日（水）、１２月１７日（土） 

 

■自然学園高等学校 甲府キャンパス  

 ・オープンキャンパス（学校説明会） ７月２３日（土）、９月２４日（土）、１０月８日（土）、

１１月５日（土）、１１月２７日（日）、１２月１７日（土）、

１２月２４日（土）、１月１４日（土） 

 

 ・個別学校見学・個別相談（予約制） １号館 ５月１８日（水）～３月３１日（金） 

２号館 ８月３１日（水）～３月３１日（金） 

 ・国際農業コース 現地説明会 １０月２２日（土）、１１月１２日（土） 

 

■つくば開成高等学校 山梨学習センター （西東京予備校と提携） 

・オープンスクール・オープンキャンパス  8月 6日（土）、10月 29日（土）、11月 26日（土） 

 

■星槎国際 甲府高 ・・・広域通信制・単位制高校・普通科 

 ・オープンスクール ８月２７日（土）、１０月２２日（土）、１１月１２日（土）、１１月１９日（土）、

１２月１７日（土）、１月２１日（土） 

 

 

■第一学院高等学校 

 ・オープンスクール＆学校説明会   ７月９日（土） 、７月３０日（土） 、８月２７日（土）、

９月２４日（土） 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ６月 ２７日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.６ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

 

身延高等学校    学校説明会 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月２８日（ 日 ）学校説明会 

           対象者 中学校 3年生・保護者 

会場：身延町総合文化会館（全体説明） 

身延高校（部活見学・体験） 

申し込み方法 

個人 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

※Web申込がうまくできないときは、上野先生に相談してください。 

申し込み〆切 高校側で 7月 20日（水）〆切となっています。 

 

 

甲府西高等学校    オンライン学校説明会 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ７月１５日（ 日 ）１９：００～ 

 

申し込み方法 

個人 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

※Web申込がうまくできないときは、上野先生に相談してください。 

 

申し込み〆切 
高校側で 6 月 27 日（月）～7 月 8 日（金）17::00 までの申込期間とな

っています。 

 

甲府西高等学校    オープンスクール 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ９月３日（ 土 ） 午前・午後の 2部制 

午前：甲府市内の中学校 、午後：甲府市外の中学校 

 

受付  午前の部 9:10～  午後の部 13:10～ 

 

申し込み方法 

個人 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

※Web申込がうまくできないときは、上野先生に相談してください。 

 

申し込み〆切 
高校側で 7 月 1 日（木）～7 月 31 日（日）までの申込期間となってい

ます。 

 

 

 



山梨英和高等学校    オープンキャンパス 

開催期日と開催方法 

2022年 ７月２３日（ 土 ） 

第 1回オープンキャンパス    ※第 2回は 10/8（土）  

           対象者 中学 3年女子生徒・保護者 

2部制・・・午前 9:30 ～ 11:00  午後 14:00 ～ 15:30 

会場：英和高等学校（駐車場有） 

 

申し込み方法 

個人 各自でWeb申込 

女子生徒には、チラシを配布済みです。 

※Web申込がうまくできないときは、上野先生に相談してください。 

申し込み〆切 高校側で 7月 20日（水）〆切となっています。 

 

山梨英和高等学校    オンライン説明会 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月１８日（ 木 ）   8/25まで視聴可能 

オンライン説明会 １０：００～  

           対象者 中学 3年女子生徒・保護者 

 

※ 第 1回入試説明会 11/5（土）、 第 2回入試説明会 11/26（土） 

申し込み方法 

個人 各自でWeb申込 

女子生徒には、チラシを配布済みです。 

※Web申込がうまくできないときは、上野先生に相談してください。 

申し込み〆切 高校側で 8月 16日（火）〆切となっています。 

 

中央高等学校    通信制過程 体験学習会 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月２０日（ 土 ） 10:00～12:00 

    対象者 通信制の受験を検討している中学 3年生 

内容：①通信制学習のしくみ説明  

②体験授業（2科目 20分～25分） 

③通信制諸情報の提供 20分 

④通信制についての質疑応答 

申し込み方法 中学校 希望する生徒は上野先生に直接相談してください。 

申し込み〆切 中学校内での〆切は、7月 14日（木）とします。 

 

 

今後連絡が来る高校 

 

・甲府第一高等学校・・・オープンスクール 8月 28日（日）午前の部  （甲府昭和は午後） 

 

・甲府東高等学校・・・Webによる学校説明会 7月 23日（土）～9月 30日（金） Web申込 

        ・・・学校見学会・理数コース説明会 8月 27日（土） 7月上旬からWeb申込 

 

・甲府南高等学校・・・Webによる学校説明会 7月 16日（土）～7月 31日（日） 

        ・・・学校見学会・理数コース説明会 8月 27日（土） 

        ・・・理数科説明会 9月 23日（金・祝）      ※後日高校から文書が届く。 

 

※甲府東高校と甲府南高校は、同日ですが東高校は午前・南高校は午後となります。 

 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ６月 ２０日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.５ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

甲府城西高等学校  オープンスクール・学校説明会、部活体験・部活見学 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月 １日（ 月 ） オープンスクール・学校説明会 

           対象者 中学校 3年生・保護者 

 

2022年 ８月 ２日（ 火 ）部活動体験・縫活動見学 

対象者 中学校 3年生・保護者 

申し込み方法 
個人 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

申し込み〆切 城西高校ホームページより ７月１３日～申込開始となります。 

 

 

白根高等学校  学校説明会・オープンスクール 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月１１日（ 木・祝 ） 

対象者 中学校 3年生・保護者 

2022年 ９月 ３日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい上野先生に提出す

る。 

申し込み〆切 中学校内 ７月８日（金）朝８：３５ 申込〆切とします。 

 

 

韮崎工業高等学校  体験入学・学校説明会 

開催期日と開催方法 

第１回体験入学・学校説明会 

2022年 ７月 ９日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生・保護者 

第２回体験入学・学校説明会 

2022年 ８月 ６日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生・保護者 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい上野先生に提出す

る。 

申し込み〆切 

中学校内  

7/9(土) → ６月３０日（木）朝８：３５ 申込〆切とします。 

8/6(土) → ７月２０日（水）午後１６：００ 申込〆切とします。 

 

 



 

巨摩高等学校  オープンスクール・学校説明会 

開催期日と開催方法 

学校説明会（午前の部・午後の部） 

2022年 ７月２３日（ 土 ）場所：桃源文化ホール 

対象者 中学校 3年生・保護者 

オープンスクール（学校説明・体験授業・部活動見学） 

2022年 ８月２７日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生・保護者 

 

※申込者には、後日「参加証」を渡しますので、当日持参すること。 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい上野先生に提出す

る。 

申し込み〆切 中学校内 ６月３０日（木）朝８：３５ 申込〆切とします。 

 

 

韮崎高等学校  Web 学校説明会・オープンスクール 

開催期日と開催方法 

Web学校説明会（高校 YouTubeチャンネルによる動画配信） 

2022年 ８月２５日（ 木 ）～の予定 

 

※申し込みをした生徒に、後日限定公開の動画URLをお知らせする。 

 

対象者 中学校 3年生・保護者オープンスクール 

2022年 ８月２７日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生 

 

申し込み方法 
個人 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

申し込み〆切 
どちらも６月３０日（木）までに配布資料最終ページの QRコードから

Formsで申し込みを完了してください。 

 

 

甲陵高等学校  学園祭への参加 

開催期日と開催方法 

Web学校説明会（高校 YouTubeチャンネルによる動画配信） 

2022年 ６月２４日（ 金 ）前日祭 

    ６月２５日（ 土 ）文化祭 

 

対象者 中学校 3年生と保護者１名まで 

※参加者は、健康チェックカードをホームページよりダウンロードして

持参すること。 

 

申し込み方法 個人 申込は必要ありませんが、高校ホームページを確認。 

 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ６月１０日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.４ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

Web 申込をおこなった生徒は、申し込みを済ませたことを、田富中専用の「オープンスクール・学校

説明会 申込書（B5サイズ）」で進路担当者（上野先生）に報告してください。 

 

甲府工業高等学校  入試説明会・学科見学 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月 ２７日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生及び保護者 

午前の部  ８：２０～受付  ９：００～１１：１０ 

午後の部 １２：４０～受付 １３：２０～１５：３０  

 

申し込み方法 
学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

申し込み〆切 Web申込〆切 ７月８日（金）申込〆切となっています。 

甲府工業高等学校  部活動のオープンスクール 

開催期日と開催方法 

2022年 夏休み期間（７月下旬から８月下旬） 

対象者 中学校 3年生及び保護者 

午前の部  ９：３０～受付 １０：００～１２：００ 

午後の部 １３：３０～受付 １４：００～１６：００  

 

申し込み方法 
学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

申し込み〆切 Web申込〆切 ７月８日（金）申込〆切となっています。 

 

農林高等学校  オープンスクール 

開催期日と開催方法 

2022年 ８月 ２１日（ 日 ） 

対象者 中学校 3年生及び保護者 

第一部  ８：３０～受付  ９：００～１０：３０ 

第二部 １１：００～受付 １１：３０～１３：００  

※ほかにもアグリサイエンス講座という学科ごとに解説しているもの

もあります。参加してみてください。 

申し込み方法 
学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、各自でWeb申込 

申し込み〆切 Web申込〆切 ７月２９日（金）申込〆切となっています。 

 ※裏面に甲斐清和高校の学校説明会・相談会のプリントを印刷して配布し

ました。  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ６月 ７日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.３ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書は、正式な文書

が届き次第、TT教室（進路情報の部屋）に随時設置しています。配布場所に文書が見当たらない場合に

は、上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気になる高校のホームペ

ージはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を行ってください。 

 

青洲高等学校  オープンスクール 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ７月 ２３日（土） or ８月２７日（土） 

対象者 中学校 3年生 保護者１名まで可 

 

受 付  ①8:30～ ②10:30～ ③13:00～ ④15:00～ 

学校説明 ①8:55～ ②10:45～ ③13:25～ ④15:25～ 

施設見学 ①9:25～ ②10:55～ ③13:55～ ④15:55～ 

 

※高校側より、申し込み後に、田富中生徒の参加時間、①から④のいず

れかで連絡が届きます。 

 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある白い棚に置いてある、高校別「オープ

ンスクール・学校説明会の資料ファイル」から 

専用の申込用紙をもらい、必要事項を記入し、上野先生に提出する。 

申し込み〆切 

中学校内申込〆切  

７月２３日に参加希望の生徒は６月３０日まで 

８月２７日に参加希望の生徒は７月２１日まで 

 

 

東海大甲府高等学校 特進 A 授業公開 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ７月 ９日（ 土 ） 

対象者 中学校 3年生 保護や 

 

８：３０～ 受付 

９：００～９：４５ 学校概要説明 

１０：００～１１：５０ 授業公開 

 

申し込み方法 学校 東海大甲府高校のホームページより、Web申込となります。 

申し込み〆切 申込期間は、６月９日（木）～７月４日（月）までです。 

 

 

 

 

 

 



 

  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿     2022年 ６月 ２日 

      進路指導主事 上野 裕城 

 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.２ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きました。高校からの専用申込用紙・案内文書が必要な生徒・

保護者は進路指導主事：上野まで申し出てください。各高校のホームページでも案内が出ています。気に

なる高校のホームページはまめにチェックしておきましょう。締切日等を確認して、各自の責任で申込を

行ってください。 

 

甲府昭和高等学校   学校説明会・オープンスクール 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ８月 ２８日（ 日 ） 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 

中央市の中学校は、午後の部となっています。 

１３：００～ 受付 

１３：２０～１５：５０  

 

※同日、甲府第一高校も学校説明会とオープンスクールを実施予定です

が、中央市の中学校は、午前の部に設定されているので、両校参加可能

となっています。 

 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、６月２４日までに

上野先生に提出する。 

申し込み〆切 中学校内 ６月２４日（ 金 ）申込〆切とします。 

 

 

 

塩山高等学校   一日体験入学 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ９月 ３日（ 土 ） 

８：３０～ 受付 

９：００～ 全体説明会、体験授業 

１０：００～ 体験授業 A（30分） 

       体験授業 B（30点） 

１１：３０～ 部活動見学・学校施設見学 

１２：３０ 終了解散予定 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 

 

申し込み方法 

学校 TT教室前に設置してある、高校別「オープンスクール・学校説

明会の資料ファイル」から専用の申込用紙をもらい、７月４日までに上

野先生に提出する。 

申し込み〆切 中学校内 ７月４日（ 月 ）申込〆切とします。 

 

 

 

 



甲斐清和高等学校 音楽科 保護者・生徒対象 説明会 

開催期日と開催方法 

 

2022年 ６月２５日（ 土 ） 

 

１３：００～ 受付 

１３：３０～ 音楽科の特色、入試について 

１４：１０～ 音楽科生徒による演奏と高校生活体験談 

１４：３０～ 施設見学 

１５：００～ 希望者には個別相談会 

 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 

 

申し込み方法 

個人 Web出願 

URL https://lsg.grapecity.com/ito-gakuen/app から申し込み 

（高校からの専用プリントあります。希望者は、進路指導主事：上野ま

で申し出てください。） 

申し込み〆切 申込期間が、６月１日（水）～６月１７日（金）となっています。 

 

 

 

その他 
 

１，『 田富中学校ホームページ 』 

→ 各学年連絡のページ「３年生」に 

「進路・入試に関わるカレンダー」を新設しました。 

・カレンダー形式で、各高校のオープンスクール・学校説明会

の日程が確認できます。 
 

２，高校のオープンスクール・学校説明会の申し込み方法について 

  ①私立高校では、Webによる各自での申し込みがほとんどです。

ホームページをチェックしてください。 

    

  ②公立高校では、中学校で取りまとめて高校に申し込む形が残

っています。 

 

 ※GIGAスクールの時代となり、これからの情報公開は、各高校が

ホームページで行うことが多くなります。必要な情報を、自分で

集める力は、これからの社会に求められる力です。 

 ※自分のこととして、自分の責任で参加してください。申込期日を

守ることも自己責任です。 
 

  

https://lsg.grapecity.com/ito-gakuen/app


甲府商業高等学校 「部活動見学・体験入学・学校説明会」のご案内 

2022年 ６月 １日 配付 

田富中学校内での申し込み〆切 ６月３０日（木）とします。  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿    2022年 ５月 ３１日 

      進路指導主事 上野 裕城 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.１ 

 
 下記のように，高等学校からの案内が届きましたので，各案内を確認してください。各高校のホームペ

ージから専用のフォームで申込をするようになっています。気になる高校のホームページはまめにチェ

ックしておく必要があります。 

 締切日等を確認して、各自の責任で申込を行ってください。 

 

甲陵高等学校   学校説明会・「授業体験」講座 

開催期日と開催方法 

2022年 ７月 １８日（ 月・海の日 ） 

午前の部（県外中学）：９:１５～受付 １１：３０終了予定 

午後の部（山梨県内）：１３：３０～受付 １６：１５終了予定 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 

※午後の時間に都合がつけない場合は、午前に受講可能です。 

申し込み方法 
個人 高校ホームページから『受講される方へ／学校説明会』に入

り、申込フォームで申し込み 

申し込み〆切 ７月 ４日（ 月 ）申込〆切となっています。 

 

 

駿台甲府高等学校   学校説明会・体験入学 ほか 

開催期日と開催方法 

2022年 ６月 １１日（ 土 ） 学校説明会 

2022年 ７月 １０日（ 日 ） 学校説明会 

2022年 ７月 ３０日（ 土 ） 体験入学 

2022年 ７月 ３１日（ 土 ） 体験入学 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 

2022年 ８月 ２０日（ 土 ）、２８日（ 日 ） 

アスリートコース説明会・寮見学・体験入部 

申し込み方法 
個人 高校ホームページから『イベント申込サイトへアクセス』し

て、各自で申し込み 

申し込み〆切 ホームページで各イベントの申込〆切を確認してください。 

 

 

東海大附属甲府高等学校  学校説明会・部活動体験 ほか 

開催期日と開催方法 

2022年 ７月 １６日（ 土 ） 学校説明会 

2022年１０月 １５日（ 土 ） 学校説明会＋入試問題振り返り 

2022年１１月 ２６日（ 土 ） 学校説明会＋コース説明 

2022年 ９月 ２５日（ 日 ） 部活動体験 

2022年 ７月  ９日（ 土 ） 特進 Aコース授業公開 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 

2022年 12月 14日、2023年 1月 11日 ナイト個別相談会 

申し込み方法 個人 高校ホームページから各自で申し込み 

申し込み〆切 
ホームページで各イベントの申込〆切を確認してください。 

自己責任で、申込期日に遅れないようにしてください。 



田富中３年生 ホームページにも掲載 



 

 

 



  



田富中学校 3学年 生徒・保護者 殿    2022年 月 日 

      進路指導主事 上野 裕城 

オープンスクール・学校説明会の案内   No.  

 下記のように，高等学校からの案内が届きましたので，各案内を確認してください。希望される方は

「オープンスクール・学校説明会申込書」に必要事項を記入の上、期日内に学級担任又は直接進路指導主

事にお渡しください。 

 

高等学校   学校説明会・「授業体験」講座 

開催期日と開催方法 2022年 月 日（  ） 

：～受付 終了予定 

対象者 中学校 3年生 と その保護者 及び 学校の教員 

申し込み方法 学校在籍する中学校を通じての一括申し込み 

中学校内の申し込み〆切 月   日（  ） 午前 ８：４５ 

 

 

切り取り線 

田富中学校 3学年 進路担当者 殿 

オープンスクール・学校説明会申込書 

（  ）案内文書の内容を確認し，必要事項を記入いたしました。申し込みをお願いします。 

（  ）個人で、高校ホームページ等から，以下の通り申し込みを済ませました。 

3年  組   番 生徒名【            】、保護者名【           】 

高等学校名 高等学校 

開催形態  学校説明会 ・ オープンスクール ・ その他（        ） 

開催期日  月  日（   ）※希望順の記入が必要な場合は、その他に記入してください。 

参加希望者 生 徒  ・  保護者（        ） ・  教員 

その他  

学校担当者 

記入欄     

受け取り日   2022年    月     日 

記入事項確認   未 ・ 完 高校への申し込み  未 ・ 完 

 

 

 


